
大阪ジュニア

大浜体育館

60

優　勝

準優勝

第三位

〃 小林　幹太郎（大阪経済大学）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

豊永　奏太（関西大学）

樋口　晃生（金光藤蔭高校）

松本　翔太郎（東海大仰星高校）

1 豊永 奏太 (関西大学)

2 堤 虎志 (関西医療学園専門学校)

松本 翔太郎 (東海大仰星高校) 10

岡本 和也 (関西大学) 11

3 辻 直人 (摂南大学) (金光大阪高校) 12

4 萩 雄翔 (大阪商業大学高校) 米田 武佐志 (摂南大学) 13

旭 遼馬

5 南郷 亜門 (金光藤蔭高校)

6 竹原 大心 (大阪産業大学)

7 小林 幹太朗 (大阪経済大学)

8 渡慶次 賢吾 (摂南大学)

塩田 夕賀 (上之宮高校) 16

西澤 晃 (関西大学) 17

9 太田 一誠 (関西大学)

松本 登喜定 (近畿大学) 19

2021/6/20

樋口 晃生 (金光藤蔭高校) 18

金野 良亮 (関西大学一高) 14

(大阪経済大学) 15

坂井 拓実



大阪ジュニア

大浜体育館

66

優　勝

準優勝

第三位

〃

15 村上 毅気 (大阪経済大学)

大隅　一輝（摂南大学）

30

(大阪経済大学) 29

松村 優一 (関西大学)

眞木　学人（関西大学）

稲垣　一也（東大阪大学柏原高校） 近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

鵜野　貴之（摂南大学）

大館 力也 (大商大堺高校) 平山 寛 (上宮高校) 28

14 鵜野 貴之 (摂南大学) 向尾 奈基

13

浅田 悠登 (近畿大学) 2712 切江 陽星 (大阪産業大学)

(大阪商業大学) 25

11 西尾 武沙士 (東大阪大学柏原高校) 水谷 洋介 (大阪産業大学) 26

白石 瑛嗣 (関西大学) 大隅 一輝 (摂南大学) 24

10 上原 田山 (大阪商業大学) 吉山 航太

9

稲垣 一也 (東大阪大学柏原高校) 238 川染 拓海 (大阪教育大学)

(金光藤蔭高校) 21

7 上岡 俊介 (摂南大学) 内田 寿大 (関西大学) 22

大川 哲史 (東海大仰星高校) 山本 桜爾 (柔心塾) 20

6 翁長 大 (大阪商業大学) 倉本 琉希

5

榎並 星之介 (大阪産業大学) 194 眞木 学人 (関西大学)

(東海大仰星高校) 17

3 西嶌 凌汰 (関西医療学園専門学校) 林 陽翔 (大阪商業大学) 18

坂元 和帆

1 吉田 壮太 (大阪産業大学)

2 廣田 智大 (大阪体育大学)

2021/6/20

永原 月斗 (大阪体育大学) 16



大阪ジュニア

大浜体育館

73

優　勝

準優勝

第三位

〃

15 梅垣 寛太 (東海大仰星高校)

石田　皇志郎（近畿大学）

上田　翼　　（大阪体育大学） 近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

渕田　基矢　（近畿大学）

梅垣　寛太　（東海大仰星高校）

渕田 基矢 (近畿大学) 2914 及川 寛至 (近畿大学)

前田 大地 (関西大学) 2813 水田 優希 (摂南大学)

晴家 秀吉 (東海大仰星高校) 2712 出口 優斗 (関西大学)

 森本 慶 (近大付属高校) 2611 新田 一心 (大阪体育大学)

 髙木 郁也 (摂南大学) 2510 上門 昂輝 (大阪経済大学)

石村 錦 (関西大学一高) 249 川端 隼平 (金光藤蔭高校)

泉 凛人 (大阪産業大学) 238 川野 雄志郎 (大阪産業大学)

仁田原 冠汰 (近畿大学) 227 山本 陸人 (大阪産業大学)

下垣 成琉希 (金光藤蔭高校) 216 小方 圭梧 (摂南大学)

竹内 洸介 (摂南大学) 205 川野 凌駕 (上宮高校)

松本 琢磨 (大阪経済大学) 194 河野 諒 (関西大学)

上田 翼 (大阪体育大学) 183 川岸 怜太郎 (関西医療学園専門学校)

杉木 亮斗 (東海大仰星高校) 172 中村 海斗 (大阪体育大学)

2021/6/20

1 石田 皇志郎 近畿大学 小前 辰真 (大阪産業大学) 16



大阪ジュニア

大浜体育館

81

優　勝

準優勝

第三位

〃

15 辻本 翔真 (近畿大学)

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

30

(上宮高校) 29

古居 慎二郎 (近畿大学)

山崎　祐士郎（関西大学）

竹本　舜　　（大阪教育大学）

古居　慎二郎（近畿大学）

水田　桜介　（大阪体育大学）

水野 孝紀 (近大付属高校) 中村 基希 (東海大仰星高校) 28

14 高 優樹 (摂南大学) 塩山 龍翔

13

和気 泰成 (大阪産業大学) 2712 広岡 侑希 (関西大学)

(摂南大学) 25

11 鎌倉 健匠 (大阪商業大学) 臼山 仁平 (大阪経済大学) 26

 亀田 舶斗 (関西大学一高) 中居 瞭 (大阪体育大学) 24

10 山路 重人 (大阪産業大学) 奥村 凛

9

宗廣 杜頼 (大阪教育大学) 238 竹本 舜 (大阪教育大学)

(摂南大学) 21

7 水田 桜介 (大阪体育大学) 平 高毅 (近畿大学) 22

谷田 莞治 (大阪経済大学)  金子 圭介 (大阪産業大学) 20

6 森岡 拓也 (大阪商業大学高校) 田中 涼太

5

丹波 久遠 (大阪商業大学) 194 奥村 龍騎 (大阪産業大学)

(清風高校) 17

3 菊池 翔 (大阪教育大学) 寺井 太一 (近大付属高校) 18

西江 亮太朗

1 岡元 美乃合 (東海大仰星高校)

2 橋本 光正 (近畿大学)

2021/6/20

山崎 祐士郎 (関西大学) 16



大阪ジュニア

大浜体育館

90

優　勝

準優勝

第三位

〃 宮部　広大（関西大学）

30

宇積　空輝 (近畿大学) 31

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

松尾　伊織（近畿大学）

宇積　空輝（近畿大学）

桐畑　銀士（大阪産業大学

(東海大仰星高校) 29

15 桐畑　銀士 (大阪産業大学) 松田　虎次郎 (摂南大学)

 新添　祥梧 (大阪商業大学) 塩谷　丈 (大阪産業大学) 28

14 南濵　竣太 (大阪体育大学) 松浦　銀志朗

13

北村　有輝 (上宮高校) 2712 山川　佐助 (近畿大学)

(常翔学園高校) 25

11 市谷　櫂人 (東海大仰星高校) 上田　賢真 (近大付属高校) 26

大城　漣 (関西医療学園専門学校) 橋本　晃佑 (東海大仰星高校) 24

10  岡田　功太朗 (摂南大学)  中村　一星

9

原本　伊織 (近畿大学) 238 南雲　空 (関西大学)

(大阪産業大学) 21

7 松尾　伊織 (近畿大学) 平瀬　俊行 (東海大仰星高校) 22

辻　　五十雲 (大阪経済大学) 丹波　颯 (金光藤蔭高校) 20

6  鍵和田　周真 (東海大仰星高校) 伊田　航成

5

日野　弘大 (摂南大学) 194 西垣　紫隠 (摂南大学)

(大阪経済大学) 17

3 尾古　礼夢 (関西大学) 南野　大地 (大阪電通高校) 18

岡本　威沙哉

1 弓矢　健輔 (大阪産業大学)

2 山本　さ介 (大阪電通高校)

2021/6/20

宮部　広大 (関西大学) 16



大阪ジュニア

大浜体育館

100

優　勝

準優勝

第三位

〃

11 景山 清春 (大阪体育大学)

13 大霜 歩 (上宮高校)

忍川　尚汰（近畿大学）

松村　勇生（東海大仰星高校）

24

12 田中 粋輝 (金光藤蔭高校) 堀田 孝起 (大阪教育大学)

23

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

堀田　孝起（大阪教育大）

大霜　歩　（上宮高校）

25

板澤 拓斗 (大阪経済大学)

22

10 原田 錬 (近大付属高校) 小松 千里

9 藤島 将太 (近畿大学) 岡崎 騎士 (近畿大学)

(大阪商業大学)

7 花崎 凱阿 (大阪体育大学)

坂東 謙介 (大阪産業大学) 218 大橋 洸俊 (関西大学)

(近畿大学) 19

岩崎 竜也 (大阪体育大学) 20

忍川 尚汰

5 麻野 剛 (大阪商業大学)

6 杖口 裕都 (大阪経済大学)

新美 朱吏 (東大阪大学柏原高校) 18

3 松村 勇生 (東海大仰星高校)

島崎 裕太郎 (摂南大学) 174 稲垣 遼 (大阪産業大学)

(近大付属高校) 15

久々宮 滉大 (大阪体育大学) 16

沖田 翔吾

1 瀧石 靖弘 (近畿大学)

2 相田 龍人 (摂南大学)

2021/6/20

上田 泰介 (関西大学) 14



大阪ジュニア

大浜体育館

＋100

優　勝

準優勝

第三位

〃 五十嵐　隼（大阪経済大学）

服部　大喜（近畿大学）

桒田　真雄（近畿大学）

小田　春樹（ダイコロ（株）

近畿ジュニア柔道体重別選手権出場

(東海大仰星高校) 20

木下 幹太 (大阪商業大学) 19

對中 尚樹10 小田 春樹 (ダイコロ)

9 寺田 雄一朗 (近畿大学)

7 出口 巧馬 (東海大仰星高校)

多喜谷 猛司 (大阪商業大学高校) 188 樋口 智樹 (金光藤蔭高校)

(大阪経済大学) 16

白倉 朋之介 (関西大学) 17

五十嵐 隼

5 金城 克至 (大阪産業大学)

6 森下 透五 (関西大学)

桒田 真雄 (近畿大学) 15

3 溝上 大心 (大阪商業大学)

宋 慶哲 (金光藤蔭高校) 144 新子 大生 (関西医療学園専門学校)

(東大阪大学柏原高校) 12

八幡 光樹 (関大北陽高校) 13

吉村 翔馬

1 服部 大喜 (近畿大学)

2 西川 太翔 (大阪商業大学高校)

2021/6/20

土田 温 (大阪産業大学) 11
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